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独立行政法人工業所有権情報・研修館 

 

今年度は 754件の応募があり、30 件が優秀賞（出願支援対象）に選ばれました。 

その中から、5件が主催者賞に選ばれました。 

 

【主催者賞】（敬称略・順不同） 

 

選考委員長特別賞            

デザイン創作の名称 創作者氏名 校名 

ペットボトル 渡辺 虎生太 福井工業高等専門学校 

 

日本弁理士会 会長賞 

デザイン創作の名称 創作者氏名 校名 

デジタルメジャー 真崎 魁 玉川大学 

 

独立行政法人工業所有権情報・研修館 理事長賞 

デザイン創作の名称 創作者氏名 校名 

積み木 小澤 護正 名古屋学芸大学 

 

震災復興応援賞 

デザイン創作の名称 創作者氏名 校名 

シール 松原 実来 四天王寺東高等学校 

 

新しい生活様式デザイン賞 

デザイン創作の名称 創作者氏名 校名 

タオル 吉本 亜美 愛媛県立今治工業高等学校 

 

文部科学省 科学技術・学術政策局長賞 

校名 

福岡市立博多工業高等学校 

 

 

【特許庁長官賞】※過去の出願支援対象作品のうち、意匠権を活用し事業化に成功している特に 

優秀な案件を表彰。 

該当なし 

 

 



【優秀賞（意匠登録出願支援対象）】（敬称略・順不同）  

 

参加登録 

番号 

デザイン創作の名称 創作者氏名 校名 

DH0008 クリップ 亀井 萌々香 愛媛県立松山工業高等学校 

DH0012 袋用留め具 鶴井 柚花 愛媛県立松山工業高等学校 

DH0018 袋用留め具 藤岡 梨乃 愛媛県立松山工業高等学校 

DH0083 メジャー 小島 知也 長崎県立島原工業高等学校 

DH0189 イヤーフック 松嶋 姫子 福井県立高志高等学校 

DH0192 トイレットペーパーホルダー 片桐 菜々 福井県立高志高等学校 

DH0201 ゴミ箱 土田 怜奈 福井県立高志高等学校 

DH0214 衣類ハンガー収納具 

上浦 丈一郎 

戸田 真夏斗 

濱田 蘭 

鹿児島県立種子島中央高等学校 

DH0217 椅子の中の王様を目指して… 桜間 美有 徳島県立徳島科学技術高等学校 

DH0245 いす 酒匂 成 鹿児島県立隼人工業高等学校 

DH0253 タオル 吉本 亜美 愛媛県立今治工業高等学校 

DH0260 やかん 植野 早貴 四天王寺東高等学校 

DH0270 シール 松原 実来 四天王寺東高等学校 

DH0500 靴ハンガー 
冨里 盛吏 

塩川 拳汰 
沖縄県立沖縄工業高等学校 

DH0519 マグネットクリップ 
竹花 大雅 

髙木 雅斗 
長野県松本工業高等学校 

DH0521 食器 長田 裕介 長野県松本工業高等学校 

DH0535 掃除用ブラシ 藤井 乃々華 兵庫県立姫路工業高等学校 

DH0539 シャンプー(リンス)ボトル 江川 依吹 神奈川県立神奈川工業高等学校 

DH0551 簡易傘立て 田中 琴葉 神奈川県立神奈川工業高等学校 

DH0574 テープディスペンサー 岸本 愛望 兵庫県立兵庫工業高等学校 

DH0621 トレイ 江熊 唯香 長崎県立長崎工業高等学校 

DT0001 ペン立て 美藤 彩乃 新居浜工業高等専門学校 



DT0002 ペットボトル 渡辺 虎生太 福井工業高等専門学校 

DT0017 テープカッター 
原 佳祐 

近 晃次郎 
旭川工業高等専門学校 

DU0002 積み木 小澤 護正 名古屋学芸大学 

DU0017 キャップ 中野 森也 玉川大学 

DU0018 デジタルメジャー 真崎 魁 玉川大学 

DU0020 Wring Grip 佐久間 文弘 玉川大学 

DU0042 スプーン 今関 香姫 大同大学 

DU0057 小鳥用スプーン 中條 大地 大同大学 

 

注１） 校名等は応募時点のものです。 

注２） デザイン創作の名称は一部省略している場合があります。 
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